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滋賀県総合教育センター  

                         村 山 貴 史  水 上 真 希 

文部科学省の通知「特別支援教育の推進について」(平成19年４月)から10年

が経った今日、教育機関における円滑な接続の必要性が求められている。 

本研究では、同一地域の教育機関が一堂に会し、長期的な視野に立ち、研修

と実践の往還の中で、参観での見取りと研究協議を積み重ねる。そして、事実

として捉えた子どもの姿を通して子どもの見方を深め、共有することにより、

困っている子どもへの教員の気付きの力を高めた。また、子どもの見方をつな

げていこうとする意識の高まりにより、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支

援をつなぐ有機的な連携の基盤を整えることができた。 

⑩
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⼀⼈ひとりの教育的ニーズに応じた⽀援をつなぐ校園間の有機的な連携 

教員の気付きの⼒が⾼まる 
⼦どもの⾒⽅をつなげる意識が⾼まる 

⼦どもの⾒⽅が深まる 

・特別⽀援教育は、発達障害も含めて特別な⽀援を必要とする幼児児童⽣徒が在籍する全ての学校において
実施されるものである 

・学校段階間の接続および障害の状態等に応じた指導内容や指導⽅法の⼯夫を、組織的かつ計画的に⾏う
ことが求められている 

・進学時等における学校園間での情報共有の留意事項が追記され、教育⽀援体制を構築する際の関係者の
役割について⾒直される。また、現状として、⼀⼈ひとりの教育的ニーズに応じた⽀援が校園間で適切
に引き継がれず、校園間の積極的な連携が求められている 

 
・障害のある⼦どもたちが、就学前から学校卒業後までを⾒通した⼀貫した教育的⽀援を受ける⽅向性が

⽰されている 

特別⽀援教育を取り巻く背景

平成28年12⽉ 中央教育審議会「幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な⽅策等について（答申）」 

平成19年４⽉ ⽂部科学省「特別⽀援教育の推進について（通知）」

平成29年3⽉ ⽂部科学省「発達障害を含む障害のある幼児児童⽣徒に対する教育⽀援体制整備ガイドライン
〜発達障害等の可能性の段階から、教育的ニーズに気付き、⽀え、つなぐために〜」 

平成28年3⽉ 滋賀県教育委員会 「滋賀のめざす特別⽀援教育ビジョン（実施プラン）」 

共有

 

事実として捉える

できないことへの
不安感や⾃信のなさ前向きな葛藤 

「不安だけれど本当はやりたい」
⼦どもの思い 

⾼等学校 
中学校⼩学校

幼稚園 

同⼀地域における 
教育機関 

特別⽀援学校
⻑期的な視野

 

⼦
ど
も
の
姿 
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特別支援教育プロジェクト研究 

 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援をつなぐ 
校園間の有機的な連携のあり方 

－保育・授業における子どもの姿を通した教員の気付きを基に－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

文部科学省の通知「特別支援教育の推進について」(平成19年４月)において、特別支援教育は発達障

害も含めて特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校園において実施されるものであ

ることが記されている。その後、平成28年12月に中央教育審議会から出された「幼稚園、小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」の答申では、幼稚

園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校間での円滑な接続の必要性が求められている。 

また、平成29年３月に文部科学省から出された「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教

育支援体制整備ガイドライン～発達障害等の可能性の段階から、教育的ニーズに気付き、支え、つなぐ

ために～」においては、特別支援教育コーディネーターや管理職等、教育支援体制を構築する際の関係

者の役割分担についても明記されている。        

本県においては「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン(実施プラン)」(平成28年３月)の中で、各校園

の円滑な引継ぎが進められ、障害のある子どもたちが就学前から学校卒業後までを見通した一貫した教

育的支援を受ける方向性が示されている。その背景には、子ども一人ひとりの支援が校園間で適切に引

き継がれずに、子どもたちが各校園において付けてきた力を十分に発揮できていない現状がある。 

当センターにおいては、平成27年度から平成28年度にかけて、地域における特別支援教育の核となる

人材をチームとして育成することを目指して、特別支援教育コアリーダー研修を実施した。異校種で集

まって、一人ひとりの教育的ニーズに対して子どものこれまでの育ちを振り返りながら、必要な支援を

見直したり効果的に支援を引き継ぐための方策を考えたりすることで、引継ぎの内容や程度を吟味し共

有することができた。一方で、地域の課題を掘り下げられず、引き継ぐ内容が子どもの実態に対して適

切かどうかということに迫ることができなかった。 

このような状況のなかで、幼稚園から高等学校までの各段階で子どもに付けたい力を明らかにし、ど

の段階においても適切な支援を的確に行うことと、子どもの情報を円滑に伝え合うことが必要である。

そのために、教育機関がつながることが不可欠であり、そのつながりにおいて、長期的な視野に立ち、

事実としての子どもの姿を基にその育ちを語り合うことで、子どもの見方を深めることが重要である。 

そこで、本研究では、研究委員が長期的な視野に立ち、研修と実践の往還の中で、子どもの見方につ

いて参観と協議を重ね、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援をつなぐ校園間の有機的な連携のあり

方を明らかにすることを目指すこととした。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

同一地域の異校種の研究委員が、長期的な視野に立ち、研修と実践の往還の中で、子どもの見方を深

め共有することにより、困っている子どもへの教員の気付きの力を高める。また、子どもの見方をつな

げていこうとする意識を高めることにより、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援をつなぐための校

園間の有機的な連携のあり方を明らかにする。 
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Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

同一地域の異校種の研究委員が、長期的な視野に立ち、研修と実践の往還の中で、参観での見取りと

事実として捉えた子どもの姿を通した研究協議を積み重ねて、子どもの見方を深め共有することにより、

困っている子どもへの教員の気付きの力が高まるだろう。また、子どもの見方をつなげていこうとする

意識の高まりにより、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援をつなぐ校園間の有機的な連携のあり方

が明らかになるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 校園間の有機的な連携 

本研究において、有機的な連携とは、校園の実情を知り合ったうえで、互いに教育的効果が高まる

よう緊密に結び付き、影響し合う教育機関のつながりとする。 

有機的な連携のあり方を探るにあたっては、校園における課題を焦点化し、事実として捉えた子ど

もの姿を通して「何を見るのか」と「どのように見るのか」を研究協議等で可視化し、共有していく。 

 

２ 校園間の有機的な連携を促す取組 

(１) 対象地域の捉え方と話合いの場 

平成27・28年度に当センターで実施した特別支援教育コアリーダー研修における受講者は、市町

教育委員会によって幼稚園、小学校、中学校の中から推薦された１名であり、県立学校については

必ずしもその地域の校園と関わりが深い学校ではなかったことから、地域の特徴的な課題に迫り、

掘り下げるまでには至らなかった。そこで、同一中学校区の幼稚園、小学校、中学校と、関係する

県立高等学校、県立特別支援学校を同一地域と捉え、２地域を対象として本研究を進める。各校園

においては、円滑な接続の必要性が求められており、特に高等学校の研究委員には、社会に出てい

く生徒の実情や円滑な接続に向けての課題の発信によって、長期的な視野に立ち、それぞれの校種

で付けたい力を明らかにする役割が期待

される。また、特別支援学校の研究委員

には、校園間の有機的な連携を促すため

に一人ひとりの教育的ニーズに応じた支

援についての専門性を発揮し、校園をつ

なぐ役割が期待される(図１)。 

このような同一地域である２地域を対

象とした本研究においては、協議内容に

よって同一地域ごと・異校種、あるいは

同校種での話合いの場を設定する。研修

と実践の往還の中で、話合いの場を工夫

しながら、成果と課題を共有しながら研

究を進める。 

  

(２) 進め方の工夫 

保育・授業における事実として捉えた子どもの姿を通した教員の気付きを高め、円滑な研究協議

を行うために、研修と実践の往還の中で進め方を工夫する。 

図１ 各校園の役割 
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まず、参観において、学級の中の一人の子どもを見

ることができるよう対象を焦点化する。そして、参観

の観点は、言葉に表れていない部分を読み取ることに

絞る。 

次に、参観の記録用紙には、事実として捉えた子ど

もの姿を記入する欄と、他の研究委員からの意見を受

けた気付きを追記する欄を設ける(図２)。 

そして、参観後の研究会における研究協議において、

参観で見逃しているところや、気付いてほしい子ども

の姿に焦点を絞り、共有するために、子どもの姿を動

画にまとめる。さらに、図３に示したような協議シー

トで可視化し、子どもの姿を幼稚園、小学校、中学校、

高等学校とつなげてイメージできるようにする。 

協議シートと併せて、ホワイトボードの活用(図４)

や、付箋による整理により、子どもの「何を見るのか」

と「どのように見るのか」を分けて考えられるように

する。研究協議においては、事実として捉えた子ども

の姿から本当の子どもの思いを読み取ることへと

つながるよ

う、研究委

員全体で共

有する。全

体で共有す

ることによ

って、共通

の捉え方へ

とつなげて

いく。 

 

３ 教員の気付きの力を高める子どもの見方 

(１) 校種によっての子どもの見方の特徴 

教員の子どもの見方については、校種によっての特徴がある。一般的に、幼稚園の教員は、子ど

ものある行動に対して、発達的な行動として表れているのか、子ども自身の特性なのかを見極めよ

うとする意識が高く、変化を丁寧に細かく見ていると思われる。また、小学校の教員は、一人の担

任が、一日の生活の流れの中で子どもを見ていくことと、設定された学びの場で６年間の育ちを系

統的に見ていくという特徴があると思われる。中学校の教員は、３年間で心も体も大きく成長する

時期であると捉え、将来を見据えた視点で、教科担任制や部活動等から多面的に生徒を見ようとし

ていると考えられる。高等学校の教員は、社会生活で求められる力を育てるため、卒業後を見据え

て、限られた時間の中で自立を目指す視点から生徒を見ると考えられる。そして、特別支援学校の

教員は、一人ひとりの子どもの言動について、障害の特性や発達の特徴に基づき、その背景を探り、

子ども理解を深めようとしていると思われる。このように、子どもの見方を深め共有していくため

には、校種の特徴を踏まえ、共通理解しておく必要がある。 

図２ 本研究で使用した記録用紙 

図４ 意見を整理するホワイトボードの活用例 図３ 協議シートの一例
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(２) 教員の気付きの力を高めるために 

校種によって、また教員によって、子どもの見方は様々である。何を見るのか、どのように見る

のかを意識しないで漠然と見ていては、子どもの本当の実態や気持ちに気付きにくいと考える。特

に、学級の中で目立たないけれど困っている子どもに気付くことは難しいと考える。 

そこで本研究では、校種による子どもの見方の特徴を踏まえ、事実として捉えた子どもの姿から、

本当の子どもの思いを読み取ることを目指す。そのために、参観での見取りや研究協議において、

学級の中の一人の子どもを対象として絞ったり、事実と子どもの思いを整理したりする。併せて、

つながりを意識した見方ができ、見方の共通性がもてるよう、研究委員の様々な子どもの見方につ

いて意見を交流する。そうすることで、子どもの見方を深め、教員の気付きの力を高めていきたい

と考える。 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 同一中学校区の幼稚園、小学校、中学校と、関係する県立高等学校、県立特別支援学校の研究委

員を２地域から選出する。地域を研究に関わる連携のまとまりとして捉える。 

(２) 研究員が事前に集約した各校園の特別支援教育に関する現状と課題を研究委員間で共有したうえ

で、研究の目的を確認する。 

(３) 各校園が協議したい事例について、子どもが困っていることの本質的な要因を探ることと、有識

者(トータルアドバイザー)の講義から学ぶことを通して、研究の方向性を確認する。 

(４) 保育・授業の参観での見取りで共有した、困っている子どもの姿について協議することによって、

子どもが困っていることの本質的な要因を見極める力を高め合う。 

(５) 幼児期から高校生段階までの縦のつながりを生かして、子どものこれまでの育ちやこれからの育

ちを語り合い、子どもの育ちを長期的な視野で捉え、子どもの見方を深める。 

(６) 先行研究・先進的な実践からの学び、および、２地域間の実践・研究協議の交流を通して、子ど

もの見方を深め、広げる。そのうえで、支援の引継ぎについて検討する。 

(７) 校園間の円滑な引継ぎを実現するために、個別の教育支援計画や個別の指導計画の活用の仕方を

検討する。 

(８) 各校園での実践および全６回の研究会の研究協議を通して、一人ひとりの教育的ニーズに応じた

支援をつなぐ校園間の有機的な連携のあり方を、研究の成果と課題としてまとめる。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月～11月 

研究構想、研究推進計画の立案 

第１回研究会 

高等学校での参観、第２回研究会 

幼稚園での参観 

第３回研究会 

保育・授業の公開・参観 

10月 

11月 

11月～12月

１月 

２月 

３月 

第４回研究会 

第５回研究会 

研究論文原稿執筆 

第６回研究会、研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 子どもの見方についての課題 

研究会で共有した課題を基に参観を実施し、参観における事実として捉えた子どもの姿を通した研

究委員の気付きを、次の研究会で共有するという一連の繰り返しの流れを５ページの図５に示す。 
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第１回研究会の後に実施した高等学校での参観においては、生徒の見方が、目立つ生徒の言動だけ

に偏り、支援の方法や学習規律の重要性についての意見の交流となり、背景や行動の裏側にある理由、

内面に迫るための参観の見取りは難しい状況だった。各校園の研究委員が同じ教室の同じ場面を見て

も、気になる生徒の姿が違い、「なかなか共通性を見いだせず、研究の方向性がまとまりにくかった」

(幼稚園)、「もう少し意見を出し合って子どもの見方について議論できたらよかった」(中学校)とい

図５ プロジェクト研究の流れ 
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った感想にあるように、子どもを見る観点がばらばらで、協議もつながりにくい状況があった。 

また、第２回研究会では、幼稚園の研究委員から「幼稚園の子どもの言葉による発信の弱さから、

実態把握の難しさがある」という意見が出された。しかし、本来、子どもは自分の思いを言葉で発信

する以上にあらゆる手段を使って発信している。言葉が少ないから発信が少ないと捉えると、本当の

子どもの思いには気付かないまま支援の方向性を誤ることになる。適切な支援を行うためには、教員

には、言葉以外の表面上に表れる子どもの姿から、気付きにくい発信を正しく捉えて、本当の子ども

の思いを読み取る力が求められる。現状として、幼稚園の参観で「何を見たらいいのか」という研究

委員の声が複数あがってきたことからも、目立たないけれど困っている子どもに教員が気付きにくい

という課題も見えてきた。 

このことから、異校種の研究委員が子どもの見方を深め共有できることと、集団の中では目立ちに

くい子どもの思いに気付き、正しく読み取ることを目指して全校種の参観を行うことにした。 

 

２ 子どもの見方を深めるための取組 

(１) 対象の焦点化(Ａ小学校第２学年 体育科 研究協力校園での参観１回目) 

Ａ小学校で対象として取り上げた児童は、学習や集団での活動において自分のやりたいことを優

先し、スムーズに活動に取り組みにくい実態があると学校では捉えていた。参観当日は、学年全体

での運動会に向けたダンスの取組の時間で、教室から体育館前まで移動したが、その児童は体育館

の中にすぐには入れず、入り口付近や体育館の周りを動き回っていた。各研究委員は、少し離れて

その姿を追い、気になる姿を参観記録用紙に記録した。 

対象の児童を絞ったことで、集団の中での児童の姿が浮かび上がり、参観後の協議では、児童の

具体的な姿についての意見交流ができた。この協議で一番の話題になったのが、最後までダンスの

取組で使う道具を手放さずに持っていた姿である(図６)。体

育館に入らず、教員の言葉かけにも行動としては応じず、学

習とは関係のない話をしながらも道具を放すことはなかった。

このような事実から、道具に対する思い入れやダンスの取組

に参加する思いがあるのではないかという見方につながり、

ダンスの取組への興味や意欲の読み取りについて話が進んだ。

さらに、そのことを裏付けるための事実として捉えた子ども

の姿を共有し合い、教員の気付きの力の高まりが見られた。 

このように、対象を一人の児童に絞ってその姿を追い続け

たことと、言葉に表れていない部分を読み取るという

観点を示した参観記録用紙を活用して、常に観点を意

識しながら研究委員が児童の姿を見たことによって、

これまで目にしていてもその行動にあまり意味をもた

せずに見過ごしていた変化に気付くことができたと考

えられる。 

これまでも、事実として捉えた子どもの姿から、子

どもの思いを正しく読み取るための協議を目指してき

たが、実際には図７のように、児童の姿と手立て、研

究委員の子どもの見方が混在していた。本当の子ども

の思いを読み取るためには、研究委員の思い込みをな

くして、まずは子どもの姿を事実として捉える必要が

図６ 練習に参加する児童の様子 

図７ 参観における様々な視点 

(参観記録より抜粋) 
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ある。そこで次回は、研究委員の思い込みをなくし、事実として捉えた子どもの姿に集中して参観

することにした。 

 

(２) 事実と思いの整理(Ｂ幼稚園５歳児 ダンスの取組 研究協力校園での参観２回目) 

Ｂ幼稚園で対象として取り上げた幼児は、ごっこ遊びを楽しむことはできるものの、視覚刺激に

つられやすく、周りの状況に気付きにくくなる実態があると幼稚園では捉えていた。運動会に向け

たダンスの取組では、他児と一緒に遊戯室まで来て、参加しようという意欲は十分に感じられたが、

自分の場所まで行くとその場でうつ伏せになった。音楽が始まると、腹這い姿勢のままで体を動か

し始めた。顔を上げて友達の様子を見ながら手を動かして踊っていた。他児がくるくる回る活動で

は、腹部を付けたままで胸や足先を浮かしてくるくると回っていた。 

幼稚園の研究委員は、対象の幼児が他児と同じようにダンスをせず、自分なりのやり方になって

しまうという姿から、「友達とは違うやり方だが、自分の思いを出して魚になりきって楽しんでい

るから、現状ではこれでよい」と捉えることを説明した。これに対して、特別支援学校の研究委員

から「子ども自身が、本当は友達と同じように活動したいと思っているかもしれない」という投げ

かけがあった。さらに、中学校の研究委員からは「本人自身はどう思っているのか確かめたのか」

という疑問も挙げられた。その後も、事実として捉えた子どもの姿から本当の子どもの思いをどう

読み取るかについてのやりとりが続いた。協議の中で、本当は同じように踊りたいのではないかと

いう読み取りの根拠として、幼児の表情がにこやかでその場の雰囲気を味わう姿や、腹這い姿勢の

ままでも振付けを意識してみんなと同じように取り組む姿が挙げられた。 

後日、幼稚園の研究委員は「一つの見方にとらわれて子どもを見てしまう危険性に気付かせても

らった」と振り返っている。自身の子どもの見方にとらわれ気味であったが、異校種での協議を重

ねるうちに、その考えに揺れが生じ、さらに事実として捉えた子どもの姿を振り返って確認し合う

ことにより、これまでの自身の見方と、他の研究委員の発言から得た新しい見方を融合していくこ

とができたと考える。 

このように、目の前の子どもの姿を事実として共有したうえで、その事実に対応した子どもの思

いを整理しながら意見の交流を積み重ねたことで、子どもの見方について、校種を越えて互いの違

いや共通点を知り、それぞれが大事にしていることについても共有できるようになった。 

 

(３) つながりを意識した見方(Ｃ高等学校第１学年 国語科 研究協力校園での参観４回目) 

対象の生徒は、第１学年の教員間で気になる生徒のうちの一人であるが、個別の指導計画は作成

されていない。授業中は、近くの友達の気を引く行為をしたり、私語を発したりする等、落ち着か

ない様子も見られるとのことであった。参観では、絶えず髪の毛を触ったり椅子を後ろに傾けたり

して、教科書等は見ようとしない。一方で、教員の説明に視線を向けたり、グループでの話合いの

ために机を移動させたりする行動は見られた。その姿を研究委員は、見逃さずに記録していた。 

参観後、研究会に向けて、全体で共有したい生徒の姿に焦点を絞り、生徒の姿を動画にまとめた。

研究会では、事実の共有と、その事実を基に協議することを一人ひとりが意識するよう促した。そ

の中で「本当はやりたいのではないか」「学習している自分をアピールしているのではないか」、

また「学習への興味がないのではないか」「できないことを隠そうとしているのではないか」とい

う様々な見方について研究委員同士で交流し、生徒の心の揺れに気付いていった。 

動画の活用に続き、この生徒の姿を幼稚園、小学校、中学校、高等学校とつなげてイメージでき

るよう、８ページにある図８の協議シートを活用した。この協議シートの活用により、中学校でも

落ち着きがない姿が想定され、小学校の４年生頃から学習理解が難しくなってきているのではない
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かということを話し合った。幼稚園段階では、集中力がなく、活動については本当の意味で理解し

て行動できていなかったのではないかというような、これまでの育ちが想定できた。このような協

議によって幼稚園、小学校、中学校、高等学校のつながりを意識することができた。幼稚園の研究

委員は「高校生の一人の子を、中→小→幼と、どんな姿であったかを遡ることで、逆に、幼稚園で、

今、目の前にいる子どものこれからの姿を想像することができた」と述べている。また、小学校の

研究委員は、様々

な話合いの場によ

る研究協議を受け

て、「子どもの見

方を長いスパンで

意識して見ること

ができるようにな

ってきた」と感想

に示している。 

 

(４) 見方の共通性(Ｄ高等学校第１学年 英語科 研究協力校園での参観10回目) 
積み重ねてきた一連の保育・授業の参観も終盤を迎えて、研究委員の子どもの見方が高まりつつ

ある現状を踏まえ、研究委員からの提案もあり、参観のスタイルを変えて実施した。言葉に表れて

いない部分を読み取るという参観の観点に変わりはないが、参観対象の生徒を事前に一人に絞らず、

これまで参観と研究協議を積み重ねる中で学んできた子どもの見方を活用して、困っているかもし

れない生徒の姿に自発的に気付くことを目指した。 

40人の学級の中では、集団の中の「一見困っている様子はないが実は困っている子ども」に気付

きにくい。しかし、表面上には表れないけれど、困っている生徒が実際は複数在籍しているという

現状を、高等学校の研究委員から聞いた。 

実際の授業では、電子黒板を活用し、複数指導という形態により、ペア学習を取り入れながら実

践していた。表面上に表れる程度で困っている様子を見せる生徒はいなかった。学習へ向かう姿勢

や集中の様子、机の下の落ち着かない脚の動き、表情や友達との関わり等、研究委員は多様な観点

で生徒を見ることができた。さらに、複数の研究委員が同じ事実として捉えた子どもの姿に気付き、

その気付きの内容を出し合うと共通する内容が多いということが分かった。異校種の教員が、同じ

見方で捉えた生徒の姿を共有できるようになってきたということである。このような変化は、研究

協力校園の協力により、全ての校園を参観し合える機会が設けられたこと、そこへ各研究委員が積

極的に参加したこと、事実として捉えた子ども

の姿を基にした研究協議を積み重ねたことによ

る成果である。 

一連の参観の積み重ねによって、図９のよう

に高等学校の研究委員は、始めは、目の前の高

校生段階における姿をイメージすることが中心

であったが、幼稚園や小学校・中学校のときは

どうだったのだろうかというように、生徒の姿

を育ちのつながりの中で考えるように変わって

きた。併せて、「つなぐという観点を深く考え

ていきたい」「子どもの言葉にならない思いに 図９ 高等学校の研究委員の変化 

(下線は筆者) 

図８ 各段階のつながりを意識するための協議シート 
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どれだけ気付けるかが大事であると思う」等、自身の子どもの見方の深まりを実感するようになっ

てきた。 

 

３ 校種を越えた教員の気付き 

研究委員は、幼稚園や小学校の段階において、事実として捉えた子どもの姿から本当の子どもの思

いを読み取り、協議を深めることにより、上手く自分の思いを表出できない子どもが葛藤を抱いてい

ることに気付いた。その葛藤の意味を、不安だけれど、本当はやりたいと思っている前向きな葛藤とし

て捉えた。 

中学校や高等学校の段階においては、生徒は、本当はやりたい思いがあるとともに、分からないこ

とやできないことを知られたくない、隠したいという、できないことへの不安感や自信のなさが表れ

るようになる。その本当の子どもの思いを見逃さないことが大事であることを確認し合った。 

研修と実践の往還を通して、子どもの見方を研究協議で共有していく中で、研究委員は、目立たな

いけれど困っている

本当の子どもの思い

に気付くことができ

るようになった。そ

して子どもの何を見

たらよいのか、その

事実をどのように見

たらよいのかについ

て整理することがで

きた(図10)。事実と

して捉えた子どもの

姿について語り合

い、子どもの見方を

共有してきたことの

積み重ねにより、本

当の子どもの思いを

読み取ることができ

たのではないかと考

える。 

 

４ 校園をつなぐ見方の共有化 

特別支援学校の研究委員は、｢子どものできること、

好きなこと、得意なことに目を向ける」という見方か

ら、｢なぜできるのか、なぜできないのかまで見極める

ことができるよう、様々な見方で子どもを見ていきた

い」というように変容した。他の校種の研究委員につ

いても、図11のように、｢なぜ｣あるいは｢どのように」

ということを掘り下げて見ることができるようになり、

その見方で子どもの行動の背景の理解や支援の仕方を

幼稚園、小学校、中学校、高等学校とつないでいこう

図10 研究協議から見えてきた本当の子どもの思い  

図11 研究委員による子どもの見方の共通性 

(筆者が整理) 
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と、意識を高めることができた。 

なお、研究会に参加した管理職からは、｢子どもがさぼっている、怠けていると見えるのには必ず

理由があり、その理由に教員が気付けることが大事であると学校で発信している」｢学習環境を整え

たり、授業を始めるにあたって、教員が子どもたちに何らかの約束を宣言したりする取組を行ってい

る。宣言しためあてが達成できたかどうかよりも、子どもと教員とをつなぎ、子どもへの理解を促す

ことを重視している」等の発言があり、管理職の理解ある取組とバックアップは、研究委員の子ども

の見方を支えるために大きな影響を与えており、子どもの見方を深めていく一助となった。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 研修と実践の往還により、異校種の研究委員が、事実として捉えた子どもの姿を通して子どもの

見方を深め、共有化し、教員の気付きの力を高めることができた。 

(２) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校へと子どもの見方をつなげていこうという研究委員の意識の

高まりにより、有機的な連携の基盤を整えることができた。 

 

２ 今後の課題 

(１) 一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援をつなぐために、子どもの見方をそれぞれの校園内や他

の地域にも広げていくことが必要である。 

(２) 子どもの見方を反映させた個別の教育支援計画および個別の指導計画や、保育・学習指導案を作

成・活用し、校園間で確実に引き継いでいくことが必要である。 
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